第 6 講 人的資本理論と訓練
1．人的資本理論
（1）人的資本への投資
・投資＝現在、費用を負担することによって、将来、収益を得よう・高めようとする活動
・物的資本（physical capital）への投資＝工場、機械設備など
・人的資本（human capital）への投資＝学校教育、職業訓練・経験、健康など
（2）投資理論の応用
・投資の決定
今期 C の投資費用を負担し、来期以降、T 期まで Bi (i = 1, 2, . . . , T)の収益が生ずる場合、
B
B1
B2
T
+
+
・
・
・
+
>C
1 + r (1 + r) 2
(1 + r) T

なら、この投資を行うべき（左辺は投資収益の割引現在価値、r は利子率）。
・投資の内部収益率
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を満たす r は、投資の内部収益率（internal rate of return）と呼ばれる。この収益率を、他の投
資からの収益率（例えば利子率）と比較すれば、その投資の収益性がわかる。
2．職業訓練
（1）ゲーリー・ベッカーによる一般訓練と企業特殊訓練
・一般訓練（general training）＝「訓練を実施する企業だけでなく、他の多くの企業でも有用な訓
練」。
・企業特殊訓練（specific training）＝「他の企業における生産性にはなんらの効果を持たない
訓練」。当該企業独自の仕事のやり方、人脈など。
・一見、「一般的」訓練に見えても、「特殊的」訓練と補完性がある場合がある。逆に、一見、「特
殊的」でも、ライバル企業にとって非常に魅力的な技能もある。
（2）訓練の性格と賃金プロファイル（ベッカー＝鞍谷モデル）
・記号
v0 ：訓練を受けない場合の労働者の限界価値生産物
v1 ：訓練期間中の労働者の限界価値生産物（v1 ＜v0 ）
v2 ：訓練終了後の労働者の限界価値生産物（v2 ＞v0 ）
w1 ：訓練期間中の労働者の賃金
w2 ：訓練終了後の労働者の賃金
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・一般訓練の場合 ⇒ 労働者がすべての訓練費用を負担
w2 = v 2

⇒

w1 = v1

・特殊訓練の場合 ⇒ 訓練費用、訓練収益とも労働者と企業が分け合う
v0 ＜

w2 ＜

v2

⇒

v1 ＜w1 ＜v0

企業は労働者を解雇しない

労働者は企業を辞めない
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（注）現実的には、訓練終了後の労働者の移動性は、w2 、v0 、v2 以外の要因にも影響される。
①労働者の地理的移動性の大小、例えば、周辺に類似の技能を使う企業があるかどうか 。
②潜在的「引き抜き」企業は必ずしも「完全情報」ではない。企業同士で、互いに引き抜きをしな
いという「紳士協定」が存在する場合もある。
③企業忠誠心、慣性などが労働移動を抑制することもある。
（3）訓練からの「収益」に影響する要因（Baron and Kreps (1999), Ch. 15）
①訓練終了後に予想される労働者の勤続年数―労働者が若く、長勤続志向が強いほど有利。
②訓練前の技能水準―生産性上昇効果が大きいほど、訓練は行われやすい。
③訓練前に保有している技能との補完性―他の技能との補完性が強いほど、訓練は効果的。
④コミットメント、 gift-exchange ―企業による訓練投資は、従業員との雇用関係に対するコミッ
トメントのシグナルと受け止められる→従業員による最高水準の努力（consummate effort ）、
従業員側の投資を引き出す。
⑤採用活動への効果―良好な訓練機会があることを知られると、そうした機会を魅力的に感ず
る応募者の応募が増える。（もっともそうした応募者は、訓練終了後、辞める確率が高いかもし
れない。）
⑥外部効果
a．直接的スピル・オーバー効果―訓練受講者が、訓練終了後、他の従業員に伝達。
b．従業員間の「張り合い」―訓練機会が選抜による場合、それをめぐって競争が起きる。また、
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選抜されなかった者は、自費ででも訓練を受けようとするかもしれない。
c．第三者へのシグナル―他の従業員に対し、企業がどのような従業員、キャリアパスを望ま
しいと考えているのかに関するシグナルとなる。ただし、選抜訓練や早期昇進は、潜在的な
「引き抜き」企業に、誰が「スター」かを教えることにもなる。
d．顧客、納入業者へのシグナル―充実した訓練を行っている企業の製品・サービスは質が高
いと思われるかもしれない。
e．企業文化・戦略の強化―訓練は、企業文化・戦略を強化するメッセージともなる。（例）学習
する組織（learning organization）
3．小池和男による OJT と知的熟練論
（1）OJT（on-the-job training）の重要性。OJT には、訓練費用節約効果がある。また、ある種の技
能は、特にある水準以上になると、OJT 以外に効果的な訓練手法が存在しない。
（2）「知的熟練」（変化や異常時への対応力）の形成に、OJT は特に重要。
← 変化や異常時への対応を記述した完全なマニュアルを作ることは不可能。
（3）キャリア形成
OJT を効率的に行うには、一つの企業で長期にわたって、ある関連する仕事群のうち簡単なも
のからより高度なものへ、狭い範囲の仕事からそれと関連する別の仕事へと経験を積んでいく
のがよい。
← 前の経験が次の経験の訓練になり、訓練費用を節約。
（4）企業特殊性
キャリアの具体的中身（深さ、広さ、個々の労働者への分割、移動の順序・頻度など）は、同一
業種でも企業によって必ずしも同じでない。
4．「徒弟制」と「卓越した訓練組織」（Baron and Kreps (1999), Ch. 15, pp. 386-389）
（1）徒弟制（apprenticeship）
・一定期間、低賃金で働くかわり、その職業に必要な基礎的訓練を受ける。
・徒弟期間中の賃金は、徒弟としての貢献分から、訓練費用を差し引いたものになるが 、訓練
に「特殊性」があれば、それ以上の支払いになる。
・しかし、それ以下の支払いとなる可能性もある。それは、この徒弟訓練を受けることによる便
益が、この訓練を受けない場合の便益を大きく上回る場合。（例）medical interns and residents
（2）卓越した訓練組織（prestige apprenticeship and training institutes）
・専門職種の多くには、徒弟訓練に関し、かなりはっきりとした「階層・序列」があり、「卓越した
組織」での「訓練」を希望する者が多い。
・彼（女）らの訓練期間中の報酬は、その貢献度から直接的な訓練費用を差し引いたものより
おそらく低い。
・もっとも、「卓越した組織」での報酬は、他の組織に比べ必ずしも低くない。
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①社会的地位、地位の一貫性（social status and satus consistency）
②「卓越した組織」の名声は、「徒弟」の質の高さにも大きく依存している。したがって、その質
は下げられない。
③「それ以外の組織」は、「卓越した組織」ほど優秀な「徒弟」を集められないし、また、それほ
ど優れた訓練機会を提供できない。そこで、「卓越した組織」から、訓練の終了した「徒弟」を
引き抜く。この場合、「逆選択」が起こりうるが、おそらくそれほど深刻ではない。一方、「卓越
した組織」は、最優秀層を引き続き雇用する。
・（一流）企業が、実際に採用する者以外をも対象とした訓練プログラムを提供することがある
が、その理由もおそらく同じ。
5．労働市場の「流動化」と訓練機会提供者（キャペリ（2001）、第 5 章）
（1）労働市場の「流動化」→人材の「内部養成」から「外部調達」へ。キャリア・マネジメント、産学
協同、技能水準に関する資格認定、・・・の重要性。
（2）企業外で人材を育成するのは誰か？→「インフラ」整備の重要性
①職人モデル
②パイロット
③大学
④シリコン・バレー
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